
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
携帯電話機を充電するとともに、外部装置と結合できる充電器において、

携帯電話機と結合する 第１結合手段と、
外部装置と結合する 第２結合手段と、

前記第１結合手段と前記第２結合手段との間のデータ信号を伝達する伝達手段と
ことを特徴とする充電器。

【請求項２】
携帯電話機を充電するとともに、外部装置と結合できる充電器において、
前記携帯電話機と結合する第１結合手段と、
前記外部装置と結合する第２結合手段と、
前記第１結合手段と前記第２結合手段との間のデータ信号を伝達する伝達手段とを備え、
前記第２結合手段は、前記外部装置を前記携帯電話機に対してデバイス用として接続する
デバイス装置結合手段と、前記外部装置を前記携帯電話機に対してホスト用に接続するホ
スト装置結合手段とから構成することを特徴とする充電器。
【請求項３】
前記デバイス装置結合手段及び前記ホスト装置結合手段から構成される前記第２結合手段
の内、どちらか一方の手段に切り替える切替手段を設けたことを特徴とする請求項２記載
の充電器。
【請求項４】
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電源供給する電源供給手段を具備し、当該電源供給手段からの電源供給を前記第１結合手
段を介して前記携帯電話機に供給することを特徴とする請求項１乃至３記載の充電器。
【請求項５】
前記第２結合手段に結合された外部装置は、前記伝達手段及び第１結合手段を介して前記
携帯電話機とデータの送信及び／又は受信をすることを特徴とする請求項１乃至４記載の
充電器。
【請求項６】
前記第１結合手段と結合される結合手段を備えたことを特徴とする請求項１乃至５記載の
充電器と接続可能な携帯電話機。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、携帯電話機を充電する充電器に関し、より詳しくは、携帯電話機が充電器を介
して外部装置とデータの送受信を行う技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、携帯電話機は無線回線を介して通信相手と電話をするものであった。最近では、こ
の携帯電話機が多量のデータを送受信できることから、モデムを介してパソコンと接続し
、データの遣り取りを行っている。
【０００３】
この様に多量のデータ送受信を利用した携帯電話機の内、携帯型テレビ電話装置は、画像
の入出力部となるカメラとモニター、および音声の入出力部となるマイクとスピーカーと
を有し、公衆回線網を介して、通信相手に前記カメラによって入力した画像情報と前記マ
イクによって入力した音声情報を各々符号化して送信し、また通信相手から送信された画
像情報と音声情報を受信、復号し、モニターに画像を表示し、スピーカーから音声を出力
することによって、通信相手側からの画像を観ながら会話することを可能とする。
【０００４】
画像の撮像、および相手端末から受信することが可能であるため、画像データを内部のメ
モリに記憶し、電話帳のデータとリンクして使用することにより、画像を用いた電話番号
の検索、発呼や、着信時に名前とともに画像表示を表示することが可能となる。また、相
手端末間で記憶した画像データの交換を可能とする。
【０００５】
パソコンなどがＵＳＢポートを持つことから、携帯型テレビ電話装置がＵＳＢポートを有
することにより、携帯型テレビ電話装置内部のメモリに記憶された画像データ、音声デー
タ、電話帳データ、その他内部プログラムデータを、パソコンなどでリード／ライトする
ことが可能となる。また、携帯型テレビ電話装置自体がパソコンとして動作することによ
り、他の外部周辺機器、例えばハードディスクのデータにアクセスすることが可能となる
。
【０００６】
【発明の解決しようとする課題】
しかしながら、携帯電話機をＵＳＢケーブル等を介してパソコンなどの外部装置に直接接
続している場合、携帯電話機の着信に対して接続しているケーブルが邪魔で瞬時に応答で
きなかったり、又無造作に机の上に置いていて何かの衝動で落下し、ＵＳＢケーブルごと
引っ張られ接続しているポート、ケーブルを傷めたり、接続している機器も落としたりす
る原因となる。
【０００７】
又、長時間携帯電話機をＵＳＢケーブル等を介してパソコンに接続して使っている場合、
携帯電話機のバッテリーを通常の待ち受け状態よりも多く使用してしまい、連続して何時
間も携帯電話機を使用することは出来なかった。
【０００８】
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更に、携帯電話機を充電器に載せた時に、携帯電話機の通信ポートが充電器に隠れてしま
い携帯電話機を充電しながらパソコン等の外部装置とデータの送受信をすることができな
かった。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
このことから、前記問題点を解決するために請求項１記載の充電器は、携帯電話機を充電
するとともに、外部装置と結合できる充電器において、前記携帯電話機と結合する第１結
合手段と、前記外部装置と結合する第２結合手段と、前記第１結合手段と前記第２結合手
段との間のデータ信号を伝達する伝達手段とを備え、

から構成されることを特徴とする。
【００１０】
また、請求項２記載の充電器は、携帯電話機を充電するとともに、外部装置と結合できる
充電器において、前記携帯電話機と結合する第１結合手段と、前記外部装置と結合する第
２結合手段と、前記第１結合手段と前記第２結合手段との間のデータ信号を伝達する伝達
手段とを備え、前記第２結合手段は、 デバイス用
として接続するデバイス装置結合手段と、 ホスト
用に接続するホスト装置結合手段とから構成することを特徴とする。
【００１１】
また、請求項３記載の充電器は、前記デバイス装置結合手段及び前記ホスト装置結合手段
から構成される前記第２結合手段の内、どちらか一方の手段に切り替える切り替え手段を
設けたことを特徴とする。
【００１２】
また、請求項４記載の充電器は、更に、前記充電器は、
電源供給する電源供給手段を具備し、当該電源供給手段からの電源供給を前記第１結合手
段を介して前記携帯電話機に供給することを特徴とする。
【００１３】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の一実施例に基づいて図を用いて説明する。尚、同一の構成を示す箇所は同
一の符号を用いている。
図１は本発明の充電器の一実施例のブロック図である。図１の各構成部は、先ず１００は
携帯電話機である携帯型テレビ電話装置、１１０はこの携帯型テレビ電話装置１００を充
電する充電器を示し、携帯型テレビ電話装置１００の構成部は、１はカメラ等の撮像部、
２はデータを一定の規則に基づいて画像データを符号化する符号化部、３は一時的にデー
タを記憶する送信バッファ、４はデータを伝達するデータバス、５はデータの送受信を行
う無線部、６はアンテナ、７は受信用バッファ、８は符号化データを復号する復号部、９
は画像や文字を表示する表示部、１０はハードディスクインターフェースのコントローラ
、１１は画像データやプログラムデータ等のデータを格納しているハードディスク、１２
は演算装置と制御装置を合わせ持つＣＰＵ、１３は外部装置とデータの送受信及び電源供
給の為のＵＳＢポート、１４はＵＳＢポート１３の制御をするＵＳＢコントローラ、１５
はバッテリーを示す。充電器１１０の構成部は、２０はパソコン等の外部装置と接続をす
る第１のＵＳＢポート、２１は携帯型テレビ電話装置１００と接続をする第２のＵＳＢポ
ート、２２はコンセント等の電源供給接続部、２３は充電制御部を示す。
【００１４】
この図１のブロック図を基に動作の説明をすると、撮像部１で撮像された画像データは符
号化部２において符号化され、送信バッファ３に符号化データとして記憶される。送信バ
ッファ３に記憶された符号化データは、データバス４を通り、送受信部６に送られ、アン
テナ６を介して通信相手側に送信される。通信相手側から送信されてきた符号化データは
、無線部５で受信して、データバス４を通り、受信バッファ７に記憶する。受信バッファ
７に記憶した符号化データは、復号部８で画像データに復号して表示部９を用いて画像表
示する。又この時、撮像部１によって撮像した画像および通信相手側から受信した画像は
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、使用者の要求に従って符号化された形で、ハードディスクコントローラ１０を介してハ
ードディスク１１に記憶するようにＣＰＵ１２で制御する。更に、ＵＳＢポート１３から
、ケーブル等を介してＵＳＢ対応の外部装置と接続することができ、ＵＳＢコントローラ
１４を介して、ハードディスク１１に記憶されている符号化データ等をリード／ライトア
クセスすることが出来る。この様に、記憶容量が大容量のハードディスクを有することに
より、１枚の画像データに割り当てられる容量を増加することが可能となり、高画質の画
像を記憶することが可能となる。
【００１５】
ＵＳＢ接続はデータに加えて電源供給をすることが出来る。充電器１１０は電源供給接続
部２２を商用電源に接続し、充電制御部２３で制御された電源供給を第２のＵＳＢポート
２１を介して行う。携帯型テレビ電話装置１００は第２のＵＳＢポート２１に接続された
ＵＳＢポート１３を介してＵＳＢコントローラ１４で振り分け、バッテリー１５に充電器
１１０からの電源供給をする。更に、携帯型テレビ電話装置１００のＵＳＢポート１３と
接続する充電器１１０の第２のＵＳＢポート２１は、内部的に第１のＵＳＢポート２０と
接続している。そして、この第１のＵＳＢポート２０に外部装置を接続することで、携帯
型テレビ電話装置１００は充電器１１０を介して外部装置とデータの送受信を行うことが
出来る。
【００１６】
図２は本発明の充電器の一実施例であって、第１結合手段及び第２結合手段の接合箇所を
示す図である。
図２において、携帯型テレビ電話装置１００は、充電器１１０の第２のＵＳＢポート２１
と接続し、第１のＵＳＢポート２０はパソコン等とＵＳＢ接続されているＵＳＢケーブル
２４と接続する。充電器内部において第２のＵＳＢポート２１と第１のＵＳＢポート２０
が接続していることから、携帯型テレビ電話装置１００は、ＵＳＢケーブル２４とＵＳＢ
接続していることになる。さらに、電源供給接続部（電源ケーブル）２２は商用電源につ
ながるコンセントなどに接続し電源電圧が供給され、電源ケーブル２２を介して供給され
た電源電圧は、ＵＳＢポート２１を介して、携帯型テレビ電話装置１００に供給され、内
部のバッテリーが充電される。この図によれば、充電器１１０に携帯型テレビ電話装置１
００を載せるだけで簡単に充電およびＵＳＢ接続可能な外部装置との接続を可能とすると
ともに、携帯型テレビ電話装置１００に着信があったときでも、充電器１１０から携帯型
テレビ電話装置１００を簡単に取り外すことが出来るので、接続されたまま引っ張ること
なく、携帯型テレビ電話装置１００の着信に応答することが可能となる。
【００１７】
図３は本発明の充電器の一実施例であって、外部装置と接続されている接続例を示す図で
ある。
図３において、携帯型テレビ電話装置１００は、充電器１１０に接続されている状態で、
ＵＳＢハブ１２０を介して、パソコン本体１３０に接続されている。同様にディスプレィ
１４０、キーボード１５０がＵＳＢハブ１２０を介してパソコン本体１３０に接続されて
いる。これによりパソコン本体１３０より、ディスプレィ１４０を観つつ、キーボード１
５０による操作で、携帯型テレビ電話装置１００の内部のハードディスクにアクセスし、
画像、音声データ、電話帳のデータやプログラムデータなどをリード／ライトしたり、ま
た、携帯型テレビ電話装置の無線データ通信プログラムを用いて、無線公衆回線網での外
部とのデータ通信を行なうことが可能となる。
【００１８】
図４は本発明の充電器の一実施例のブロック図を示し、充電器の第２結合手段を２種類構
成した図である。
図４において、ＵＳＢ方式が、デバイスと接続する場合と、ホストと接続する場合によっ
てポートの形が異なるため、図１のブロック図で示したパソコン等の外部装置と接続をす
る第１のＵＳＢポート２０の構成を、ホスト用として接続する場合のＵＳＢポート２５と
デバイス用として接続する場合のＵＳＢポート２６の２構成とする。
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【００１９】
図５は本発明の充電器の一実施例であって、２構成の第２結合手段の接合箇所を示す図で
ある。
図５において、携帯型テレビ電話装置１００は、充電器１１０の第２のＵＳＢポート２１
と接続し、デバイス装置接続用のＵＳＢポート２５はキーボードなどの外部周辺機器に、
ホスト装置接続用のＵＳＢポート２６はパソコンなどの外部装置に接続される。更に、こ
の２構成の第２結合手段を使い分けるために、充電器１１０の接続切替えスイッチ２７を
設け、第２のＵＳＢポート２１の接続先をデバイス装置接続用のＵＳＢポート２５又はホ
スト装置接続用のＵＳＢポート２６と切り替えることが可能である。更にこの切替えスイ
ッチの切替え時に第２のＵＳＢポート２１を介して、携帯型テレビ電話装置１００に動作
設定の切替え要求を出すことも出来る。この構成により、接続切替えスイッチ２７を切り
かえることで、携帯型テレビ電話装置１００は、デバイス装置接続用のＵＳＢポート２５
先であるキーボード等の接続、ないしホスト装置接続用のＵＳＢポート２６先であるパソ
コン等の接続が容易に出来る。又、携帯型テレビ電話装置１００を充電器１１０に載せた
ときにロックするように構成した場合、ロック解除スイッチ２８を設けることで、携帯型
テレビ電話装置１００は、充電器１１０から容易に取れるようになる。
【００２０】
図６は本発明の充電器の一実施例であって、２構成から成る第２接合手段においてホスト
装置を接続した接続例を示す図である。
図６において、携帯型テレビ電話装置１００は、接続先のパソコンから見て外部周辺機器
として動作するように設定されている。充電器１１０、ディスプレィ１４０、キーボード
１５０は、ＵＳＢハブ１２０に接続され、パソコン本体１３０に接続される。この様に接
続すると、パソコン本体１３０から、携帯型テレビ電話装置１００をハードディスクとし
てアクセスすることが可能となり、ディスプレィ１４０を観ながら、キーボード１５０操
作で携帯型テレビ電話装置１００のハードディスクへパソコン本体１３０からリード／ラ
イトが可能になる。
【００２１】
図７は本発明の充電器の一実施例であって、２構成から成る第２接合手段においてデバイ
ス装置を接続した接続例を示す図である。
図７において、携帯型テレビ電話装置１００は、接続しているデバイス装置に対してホス
ト制御する装置として動作設定されている。キーボード１５０は、携帯型テレビ電話装置
１００の外部周辺機器として接続されている。これにより、携帯型テレビ電話装置１００
の操作入力を、携帯型テレビ電話装置１００自体のキーボードを用いず、外部周辺機器と
して接続されているキーボード１５０を用いて入力することが可能となる。
【００２２】
これら充電器１１０からの接続先切替え、および携帯型テレビ電話装置１００の動作設定
を切替えスイッチ２７のみで行なうことが可能となる。
【００２３】
【発明の効果】
以上の構成により、本発明の充電器を用いれば、携帯電話機を充電器に載せる（ロックす
ることもある）だけで、パソコンなどのＵＳＢ接続可能な機器との接続、および切断を容
易にするとともに、充電器と接続時にはデータの送受信と同時に携帯電話機のバッテリー
充電を可能とするので、簡単な接続と安定したデータ送受信が行える。
【００２４】
また、切り替えスイッチにより、ＵＳＢ接続におけて、パソコン又は携帯型テレビ電話装
置のホスト接続を簡単に切り替えることを可能とするとともに、切り替えと同時にホスト
又デバイス接続情報を携帯型テレビ電話装置に送信することで携帯型テレビ電話装置の動
作設定を簡単に設定し直すことが出来る。
【００２５】
また、携帯電話機を充電器に載せた状態にしておくことは、電波を良好に受信できアンテ
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ナ感度を良好にするとともに、携帯電話機の液晶部分が見やすくなるといった効果が得ら
れる
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の充電器の一実施例のブロック図
【図２】本発明の充電器の一実施例であって、第１結合手段及び第２結合手段の接合箇所
を示す図
【図３】本発明の充電器の一実施例であって、外部装置と接続されている接続例を示す
【図４】本発明の充電器の一実施例のブロック図を示し、充電器の第２結合手段を２種類
構成した図
【図５】本発明の充電器の一実施例であって、２構成の第２結合手段の接合箇所を示す図
【図６】本発明の充電器の一実施例であって、２構成から成る第２接合手段においてホス
ト装置を接続した接続例を示す図
【図７】本発明の充電器の一実施例であって、２構成から成る第２接合手段においてデバ
イス装置を接続した接続例を示す図
【符号の説明】
１：撮像部
２：符号化部
３：送信バッファ
４：データバス
５：無線部
６：アンテナ部
７：受信用バッファ
８：復号部
９：表示部
１０：ハードディスクコントローラ
１１：ハードディスク
１２：ＣＰＵ
１３：ＵＳＢポート
１４：ＵＳＢコントローラ
１５：バッテリー
２０：第１のＵＳＢポート
２１：第２のＵＳＢポート
２２：電源供給部接続部
２３：充電制御部
２７：接続切替えスイッチ
１００：携帯型テレビ電話装置
１１０：充電器
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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